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PRESS RELEASE   
 
報道関係各位                                                   2018 年 9 月 13 日 

株式会社サンシャインシティ                                                 

今年の SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台のハロウィンは「魔女」がテーマ！ 

フォトスポットや魔法のほうきを作るワークショップ、魔女占いなど参加型イベントを体験！  

SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 

白魔女と黒魔女の部屋  
 

9 月 27 日（木）～10 月 31 日（水） 
 
 

サンシャインシティ（東京・池袋）では、「ハロウィン」をテーマに専門店街アルパやサンシャイン水族館、SKY CIRCUS 

サンシャイン 60 展望台にてイベントを展開する「Sunshine City FUN！FUN！HALLOWEEN！」を 9 月 27 日（木）～   

10 月 31 日（水）の期間に実施。SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台では、「白魔女と黒魔女の部屋」を開催します。 
 

本イベントは、人々を助ける良い魔女・白魔女のハロウィンパーティーに招かれたというストーリー仕立てで展開されま

す。白魔女の部屋をイメージしたフォトスポットには、驚きの仕掛けが。さらに、魔法のほうきに乗って空を飛んでいるよう

な写真が撮れるフォトスポットや、魔女に関する豆知識のご紹介、魔女占いや魔法のほうき作りのワークショップ、期間限

定のオリジナルドリンクなどをお楽しみいただけます。なお、18 時を過ぎると人々に呪いをかける悪い魔女・黒魔女の  

部屋への扉が開きます・・・。不気味で恐ろしいこちらの空間もぜひ、ご体感ください。 
 

また、サンシャインシティ館内で実施する小学生以下を対象にした「トリック オア トリート大作戦！」にも参加していま

す。ペーパークラフトキャンディボックスのワークショップで作ったボックスを持ち回ると、専門店街アルパ参加各店やサン

シャイン水族館、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台でお菓子がもらえます。今年のハロウィンはぜひ、SKY CIRCUS 

サンシャイン 60 展望台でお楽しみください。 

～ストーリー～ 
 

SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台に住む美しく優しい白魔女“SKY” 

今宵、展望台でハロウィンパーティーが開かれます。 
 

可愛らしく飾りつけが施された大広間に、キラキラ輝く不思議な鏡が並ぶ大回廊。 

特別に招待された人々は、華やかで楽しい魔法にもてなされます。 
 

ところがパーティーが進むにつれ、“SKY”の様子が・・・ 

そう“SKY”の正体は、恐ろしい黒魔女。 

呪文に誘われ黒魔女の部屋へ迷い込んだあなたが目にするものは。。。 
 
 

白魔女と黒魔女の部屋 概要 

期 間：9 月 27 日（木）～10 月 31 日（水） 

場 所：SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台 

料 金：展望台の入場料金のみでお楽しみいただけます。 

内 容：白魔女と黒魔女をテーマに、魔女になりきれるフォトスポットや、魔女に関する豆知識のご紹介、魔女占いや  

魔法のほうき作りのワークショップ、期間限定のオリジナルドリンクなどをお楽しみいただけるイベントです。 

平日 18 時からは秘密の扉が開き、黒魔女の部屋をご覧いただけます。※土日祝日は終日ご覧いただけます。 
 

 白魔女の部屋 

東京の景色を一望できる天空 251 エリアが、ハロウィンパーティー中の大広間をイメージ

した明るく可愛らしくも少し不気味な白魔女の部屋に変わります。魔女の椅子に座って写

真撮影ができるフォトスポットのほか、白い人食いフラワーや、よく見ると少し不気味な  

かぼちゃやワイングラスのオブジェ、覗くとある
・ ・

もの
・ ・

が浮かんでくる鏡など・・・。記念撮影

用のフォトプロップスもご用意します。 
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 魔女のフォトスポット 

貸出し用の魔女のドレスを着て白魔女と黒魔女になりきって写真が撮れたり、魔法の

ほうきに乗って空を飛んでいるような写真が撮れるフォトスポットが登場します。 
 

 魔女のレッスン 

魔女やハロウィンに関するトリビアをクイズ形式などで紹介します。 
 

 白魔女・黒魔女を探せ 

展望台内のどこかにある合言葉を探し、白魔女や黒魔女を見つけて合言葉を言うと、 

お菓子をプレゼントします。 ※時間帯により、魔女がいない場合もございます。 
 

 限定オリジナルドリンク 

Cafe Quu Quu Quu にて、飲むスイーツ感覚のピーチテイストの「白魔女のお誘いデザート

ドリンク」（650 円）と、カシスリキュールベースの「黒魔女のウェルカムカクテル」（800 円）を

販売します。 
 

 魔女占い 

多くのリピーターがいる人気の占い師・かなえ絢子さんやコレットさんが、魔女に扮しタロット占いなどで

鑑定します。 

日 時：10 月 19 日（金）、26 日（金）、31 日（水） 各日 18：00～22：00（最終鑑定 21：30） 

受 付：展望台内 VR カウンター 

料 金：500 円 ※お一人様 15 分の鑑定となります。定員になり次第終了となります。 
 

魔法のほうき作り 

ミニチュアの“魔法のほうき”を作るワークショップを開催します。 

日 時：10 月 20 日（土）、21 日（日）、27 日（土）、28 日（日）  

各日 13：00～／15：00～／17：00～（各回約 40 分） ※各回定員 10 名様 

料 金：800 円 
 

 黒魔女の部屋 

18 時を過ぎると、人々に呪いをかける悪い魔女・黒魔女の部屋への秘密の扉が開きます。

ドラキュラや魔女と一緒に写真が撮れるフォトスポットのほか、覗くとある
・ ・

もの
・ ・

が浮かんでくる

鏡、棺の中で動くドラキュラなど、不気味な仕掛けも体験できます。（※平日のみ 18：00～、土日祝日は 10：00～22：00） 
 

 トリックオアトリート大作戦！ 

サンシャインシティ館内で実施する「トリック オア トリート大作戦！」に参加しています。ペーパークラフトキャンディボック

スのワークショップで作ったボックスを展望台チケットカウンター（アルパ B1）で提示すると、お子様を含む 5 名まで入場料

が約 30％OFF となります。また、SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台検札（サンシャイン 60 ビル・60F）へボックスを持っ

ていくと、お菓子をプレゼントします。 
 

＜キャンディボックスワークショップ＞  

日 時：9 月 27 日（木）～10 月 31 日（水）の期間中の土・日・祝日及び 10 月 22 日（月）～31 日（水） 各日 11：00～17：00 受付 

受付場所：専門店街アルパ 1F 噴水吹抜前広場 

参 加 料：200 円 ※小学生以下が対象です。 

 

開催期間中、報道関係者には平日の日中でも黒魔女の部屋を公開いたします。 

ご取材ご希望の場合は、下記広報担当者までご連絡ください。 
 

 

  ※施設名称表記上のお願い：見出しや本文などで施設名称が長すぎて入りきらない場合は、省略形「サンシャイン 60展望台」をお使いください。なお、文章中に繰り返し 
で出てくる場合は、2回目以降は「展望台」と記述していただいて構いません。 

■SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台 概要 
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ サンシャイン 60 ビル・60F 
営業時間：10：00～22：00 ※最終入場は終了 1時間前 ※変更になる場合がございます 
入場料金：大人 1,200円、学生（高校・大学・専門学校）900円、こども（小・中学生）600円、幼児（4才以上）300円 ※VR料金別途 
問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン 60展望台  03-3989-3457  http://www.sunshinecity.co.jp 

※画像はすべてイメージです。  ※金額はすべて税込です。 


